
 - 1 -

     

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪ビジター・ゲスト≫ 

第2570地区新世代部門委員長   坂本 元彦 様 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
間野 尚君 関根靖郎君 
友野政彦君 平岡達也君 
中澤孝芳君 (傘寿祝) 

夫人誕生日 岩崎芳江様 吉沢真紀子様 

結婚記念日 諸井克彦君   

＜１０月プログラム＞ 

 

■■■会長の時間        吉永章子会長 

先日のガバナー公式訪問に於きましては長時間に亘

り皆様のご協力のお陰を持ちまして無事、成功の内に

終了することが出来ました。心よりお礼申し上げます。 

 さて9月は新世代月間です。新世代は2010年の規定

審議会で第 5 番目の奉仕部門になりました。本日は第

2570 地区の坂本元彦新世代部門委員長にお越し頂いて

います。後程、卓話をして頂きます 

9月から当クラブは移動例会が多くなってきます。月

末には｢ツタンカーメン展｣があり夜のお食事場所は浅

草の｢葵丸進｣を予定しています。ご家族皆様ご一緒に

芸術と食欲の秋を楽しみたいと思います。 

 続きまして10月は「入間万燈まつり」への参加があ

ります。我がクラブはこの時期になりますとあたかも

当たり前に参加し、ロータリーの広報活動やチャリテ

ーバザーを行ってネパールの学校建設や里親制度を支

援する一環として来ました。最近はブランドの安納芋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の焼き芋が名物になりつつあります。この万燈まつり 

への参加の概要は１７年前の摂田会長の時からだそう

で、目的は広報の為です。今年も友野エレクトの指揮

下で十二分にクラブの目的を果たしたいと思います。 

 本日、2013年3月9日のＩＭに向けてＩＭ実行委員

会の本格的な活動開始となりました。組織表も出来上

がりガバナー補佐、実行委員長を中心に私達は一丸と

なり成功させたいと思います。宜しくお願い致します。 

 エバンストンから田中作次RI会長のメッセージ等が

冊子で届いています。内容はポルトガルで行われる国

際大会のお誘いです。内容を一部ご紹介します。2013

年の6/23 から26 日までポルトガルのリスボンにて第

104 回国際大会が開催されます。ポルトガルと日本は

1542 年以来、友好の歴史が在ります。ポルトガル船が

強風のため種子島に流れ着き、この巡り合わせが平和

で豊かな関係の始まりです。ポルトガル人が日本を発

見したのは偶然ですが、リスボンが国際大会の開催地

になったのは偶然ではありません。リスボンは「平和

の港」です。そして「平和」は 500 年に及ぶ日本とポ

ルトガルの交流がテーマになってきた様に、この国際

大会のテーマとなります。と結んでいます。併せて広

島で開催される世界平和フォーラムのご案内を致しま

す。2013年5/17は14～21時、5/18は10時～16時で

す。皆様、ご都合繰り合わせて是非ご参加下さい。 

■■■幹事報告            齋藤栄作幹事 

第3回理事会報告＜協議事項＞ 

1. 10月・11月プログラムについて 
2. 日帰り美術館の会計報告がなされました。 
3. 入間RC作成看板の継続的保全、管理方法について 

<報告事項> 

①8/30 に例会で決議したｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ中井真一郎さんの

件は書面にてガバナー事務所、鈴木ガバナーに提出。 

②3/9開催のIMの実行委員会組織表が理事会に提出。 

③万灯祭り実行委員会の活動報告がありました。 

④9/29第3G｢フレッシュマン研修セミナー」・国際奉仕

部門セミナー  ⑤10/20第２回会員増強セミナー 

 当番 内 容 

 4日 後藤 
卓話 米山奨学生 李宝雲様 

元交換留学生 板木麻耶様 

11日  入間南ＲＣとの合同夜間例会 

18日 齋藤 金 
講師卓話 防衛医大小須田茂 
教授 「放射線障害について」

25日  10/27,28 万燈まつりに振替 

９月新世代月間テーマ・各ロータリアンは青少年の模範

第10号 ２726回例会 ２０１２年 ９月13日（木）

■ 2012-2013 ＲＩ会長：田中 作次 
■ ＲＩ第 2570 地区ガバナー：鈴木 秀憲 

■ 会長：吉永 章子 幹事：齋藤 栄作  

■ 例会日：木曜日 12：30～13：30   

■ 例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール

      Tel.04-2963-1111 
 

■会報委員長：宅見 允 

■当 番：粕谷 康彦 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

入間ロータリークラブ    
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⑥9/30、10/6 ＲＬＩ開催  ⑦9/15入間市環境まちづ

くり会議   ⑧10/3入間市戦没者追悼式 
 

■■■委員長報告 

クラブ奉仕委員会         加藤国夫委員長 

 各委員会の家庭集会で熟知し、より良い内容を作っ

て頂ければと思いますので今後共宜しくお願いします。 

職業分類委員会          水村雅啓委員長 

 今日はIMの委員長としてお話します。IMを3/9に実

施いたしますので協力宜しくお願い致します。 

会員増強委員会          宮崎正文委員長 

 8 月にグループごとに行ないました会員増強に措い

て、訪問をされた方は報告を宜しくお願い致します。 

親睦活動委員会          晝間和弘委員長 

 9/27ツタンカーメン展・10/11の入間南RCとの夜間

合同例会に皆様奮ってご参加下さい。 

雑誌委員会            関根靖郎委員長 

ロータリーの友9月号横組み1頁会長メッセージ、6

～13頁新世代は未来のリーダー、縦組み2～5頁命の森

を繋ぐ、25,31頁は飯能RCと入間南RCが載っています。 

プログラム委員会           繁田光委員長 

 9/20 の卓話は板木様の学校都合で 10/4 に延期しま

して、来週は滝沢会員の｢保護司の活動について｣に変

更させて頂きます。急な変更で申し訳有りません。 

ロータリー財団委員会       滝沢文夫委員長 

9/8第１回ロータリー財団部門セミナーに吉永会長

と出席して参りました。セミナーは財団の現況報告、

各クラブの寄付の状況、地区補助金と奨学候補生につ

いて、未来の夢計画への移行についての4項目につい

てでした。勉強して皆様に報告できるよう頑張ります。 

 

＜出席報告＞            新井格出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

40名 29名 76.3％ 82.1％ 

事前欠席連絡 5名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞         細淵克則ＳＡＡ 

坂本元彦様～本日は卓話に参りました。吉永章子君～

ガバナー公式訪問にご協力有難う。吉永章子君、平岡

達也君、加藤国夫君、晝間和弘君～坂本新世代部門委

員長ようこそ。斎藤福太郎君、森田英郎君、摂田順一

君、友野政彦君、上野弘勝君、粕谷康彦君、諸井克彦

君、滝沢文夫君、木下登君～加藤さん写真ありがとう。 

本日\52,500   累計\332,183  
 

■回覧、配布物 

①ロータリーの友9月号 ②ガバナー月信9月号 

③10/11 入間南ＲＣ合同例会出欠表 

④9/27ツタンカーメン展と夕食の宴出欠表 

⑤ハイライトよねやまVol.150 

⑥2013年に導入される補助金に向けて 

⑦入間市第23回女子ゴルフ大会お知らせ 

⑧RI2570地区内クラブ共催のご案内 

⑨ロータリーの友英語版11中旬発行のお知らせ 

⑩ロータリー全国囲碁大会お知らせ 

⑪鈴木秀憲ガバナーより公式訪問歓迎へのお礼状 

⑫クラブ地区役員ニュースレター 

⑬2570地区事務所からのメール ⑭ロータリー広報誌注文書 

⑮他クラブ週報    ⑯週報8,9号 

 ■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「新世代部門の概要について」 

第2570地区新世代部門委員長   坂本 元彦様  

2010年より新世代部門は、第5

番目の奉仕部門となりました。 

9 月は新世代月間で月間中は

「各ロータリアンは青少年の模

範」という標語を会報その他の所

で使用する事が勧められています。 

新世代部門のプログラムである

インターアクト、ローターアクト､青少年交換、ライラ

等は全てＲＩの常設プログラムとなっており、2570 地

区では ①アクト（インターアクト、ローターアクト） 

②青少年交換 ③ライラ（ロータリー青少年指導者養

成プログラム）の 3 つの委員会でこれ等を行っていま

す。部門の目的は「12歳～30歳の若者の未来をより良

きものする事」にあり、その為の基本的ニーズは 4 つ

あり①健康（ポリオ・プラス、保健教育、薬物濫用及

びアルコール過飲防止、エイズへの理解、障害者支援、

貧困に関するプログラム、飢餓問題） ②人間の価値

（地域社会に人間の普遍的価値を推進、家族と地域社

会の模範となる、その他） ③教育（識字率の向上、

奨学金、青少年交換、職業研修、職業実習、環境保全、

その他） ④自己開発（新世代の為のロータリー会議、

ＩＡＣ、ＲＡＣ、ＲＹＬＡ、ピア・サポート・プログ

ラム、その他）この様になっています。 
 

「2570地区の現状と具体的な活動について」 

① インターアクト 
 提唱ＲＣ数:13 12高等学校中現在9クラブが活動中 

活動内容：あしなが学生募金、赤い羽根募金活動、

書き損じはがきの回収、災害救済チャリ

テｲ―コンサート、川や道路の清掃、介護

老人保健施設訪問その他   

② ローターアクト 
  提唱ＲＣ数：２、２大学  

活動内容：障害児童に対する特別支援教育、障害

者に対する支援 ネパール里子支援の

翻訳ボランティア、その他 

③ 青少年交換  
提唱スポンサーＲＣ数：7、ホストＲＣ数：12 
派 遣 国：ブラジル2名、メキシコ1名、 

台湾1名、インドネシア1名 
受け入れ国名：ブラジル2名、メキシコ1名 

台湾2名、インドネシア1名 
＊次年度4名派遣予定  

④ ライラ ライラデーの開催（11月25日 紫雲閣） 
テーマ「若者よ 飛び出せ世界へ」 
 

新世代部門の活動に携わる事で、若い人達からのエ

ネルギーをもらいそれぞれのロータリアンの活力とす

るためにも、これ等の活動を今後も絶えることなく続

ける事が大事であります。最後に成りましたが、今後

も皆様からの大いなるご協力をお願い致しまして、卓

話の終りと致します。御清聴有難う御座いました。 

 
会報委員会（宅見・石川嘉・関谷）

ニコニコＢＯＸ購入 


